☆☆ 品川区イズ☆☆
◇教員の時間外手当（残業代）

No.

499

2019 年

3月

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

公立学校教員は、基本給の４％（＝教職調
整額）があらかじめ一律に支給されています。
これは、４つの例外的な業務における時間外
手当です。逆に言うとこの４％以外には、一
般のｻﾗﾘｰﾏﾝの残業代（時間外手当）にあたる
ものはありません。さて、基本給 30 万円の
教員（教職調整額はこの 4％）
が仮に月 80 時間（過労死ﾗｲﾝ）
の時間外労働をしたとすると、
この時間外労働は時給いくら
の計算となるでしょうか。
◎難易度☆☆☆
☆次号は、
区議会特集です

496 号から 31 年度予算案の概要をご説明してい
ます。予算案は、2/20 からの区議会で審議中で
す。歳出総額は、約 1,877 億円です。◎予算額
最終回の今号は、【歳出】のうち教育費です。

◇小学校・幼稚園改築 安心安全な教育環境整備
改築工事等

◎245 億 5,088 万円
（歳出の 13.1％）

☆幼稚園・小中学校教育、図書館運営等
【学校環境整備事業】学習環境整備は重要！
◇屋内運動場空調整備
全小中学校の体育館や格技室
へエアコン設置。やっと実現
しました！◎6 億 687 万円
◇校舎等整備 ◎11 億 22 万円
・戸越台中学校大規模改修
◎３億 3,450 円
・便所改修（洋式化）-鈴ヶ森小、八潮学園
他５校
◎3 億 3,501 万円
・太陽光発電設備設置（立会小、大原小）
・防火戸ｼｬｯﾀｰ改修（山中小、大井第一小他４校）
・外壁改修、屋上防水（立会小、京陽小他 1 校）
・教室等照明 LED 化（6 校）
◇校庭人工芝化（山中小、旗台小）
◎約１億円
◇普通教室増設（城南第二小他）
◇給食運営費 ◎14 億 6,586 万円

高 橋しんじ 事 務所
品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 品川区 高橋しんじ
検索

☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。

鮫浜小学校

完成予想図：2021 年７月竣工予定

・芳水（ほうすい）小（大崎３丁目）
竣工：2020 年 5 月
・城南小・城南幼稚園（南品川 2 丁目）
校舎竣工：2020 年 2 月
・後地（うしろじ）小（小山 2 丁目）
校舎竣工：2020 年 2 月
・鮫浜小（東大井 2 丁目）
校舎竣工：2021 年 7 月
・浜川小・浜川幼稚園（南大井 4 丁目）
竣工：2022 年
・第四日野小（西五反田 4 丁目） 基本設計
・浜川中（東大井３丁目）、源氏前小（中延 6
丁目）：今後の整備（改築＝建て直し、増
築、老朽化対策など）に向けた調査検討
☆南品川、勝島、南大井、東大井地区等はﾏﾝｼｮ
ﾝ建設等により人口増加。しっかりと対応を！

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼
稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、
早大（政経学部政治学科 専攻は地方行
政）
・同大学院博士課程で学ぶ。東大研究員、
塾などを経て、教師（早実高、都立日比谷高・
青山高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。
平成 19 年初当選（2541 票）、平成 23 年
5232 票（１位）。『議員力検定１級』
合格☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない 無所属

◇新たな学区域・学校選択制の周知
学区域－中学校、義務教育学校（後期課程）
の変更
※小学校はほぼ変更なし
学校選択制－小学校入学時：ﾌﾞﾛｯｸ制廃止⇒
隣接学区から選択 ※中学校は変更なし
◎964 万円 ☆2020 年度入学者からです。
幅広く、かつ丁寧な説明を求めます。
◇教職員の働き方改革（しながわ働き方ルネサンス）
・スクールサポートスタッフ全校に配置
教員の事務作業をｻﾎﾟｰﾄする人材。
(例)プリント印刷・配布準備、授業準備補
助、学校行事準備補助など
◎6,626 万円（人件費）
・教員の在校時間集計に向けた
システム開発－在校時間を管
理職が把握することで在校時
間の縮減に取り組む◎843 万円
・学校文書裁断溶解処理委託－裁
断処理車が巡回し、個人情報書類を処分。教
員が時間をかけてｼｭﾚｯﾀｰ裁断しなくて済む。
☆教員の長時間勤務は、まだ改善されていませ
ん。今後も教育委員会が教員の負担軽減に積
極的に取り組むことを求めます。
◇ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教育推進事業
・区内開催・応援３競技体験教室（全校）
・教員対象ブラインドサッカー体験教室
◇体力向上推進事業
・運動支援員（専門的技能を有するﾃｸﾆｶﾙ
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）を全校配置◎5,449 万円
おうｄ王
・運動動作修得促進ソフト導入（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ導入の
中学校でﾓﾃﾞﾙ実施）：体育で活用◎207 万円

◇品川英語力向上推進ﾌﾟﾗﾝ
・品川区ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成塾
－全校で実施
区立中・義務教育学校（後
期課程）第 7・8 学年の希
望者へ放課後に外国人講師による、1 ｸﾗｽ
10 人程度の少人数指導。◎2,306 万円
・オンライン英会話－全校で 8 年生が実施
PC を使って海外の講師とレッスン。
◎3,076 万円
◇学力向上ﾌﾟﾗﾝ推進事業（勉強合宿）
浜川中、義務教育学校 6 校他
（対象：8 年生＝中２）
◎587 万円
◇マイスクール運営費（八潮、五反田、浜川）
不登校等の生徒を支援（＝適応指導教室）
☆不登校は増加傾向です。支援の多様化
が求められています。◎1 億 1,445 万円
◇学校施設長寿命化計画策定費-校舎の
老朽化に備えて検討する。公共施設の今
後は重要な課題です◎約 2,300 万円
◇区立図書館経費
◎14 億 2,134 億円
11 館運営・維持管理
・品川図書館運営費 5 億 2,068 万円
【資料充実費（購入）】
図書 16,445 冊 4,048 万円
視聴覚資料
777 万円

発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階
Tel ０３‐５７４２－６８６２

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

ズ
≪新元号 私なら、コレ≫

ソニー生命保険が昨年、千人を
対象にｲﾝﾀｰﾈｯﾄで元号予想ｱﾝｹｰﾄ実
施。ﾄｯﾌﾟ 10 は…。①平和②和平
③安久④未来⑤自由、新生⑦大成⑧羽生、希望
⑩安泰、安寧（あんねい）、太平▽杏林大の金田
一教授は、和、安、平の文字が多いことから「現
状維持を望んでいる印象。つつましい日本人気
質が出ている」と話す。参考：2/23 朝日新聞
お詫び：3、４月は議会開会、卒業式、
入学式出席等で、区政報告の配布は時間
を変更したり、お休みすることが
あります。ご了承下さい。

クイズの答え：時給 150 円。300,000 円×４％
（0.04）＝12,000 円（１ヶ月の教職調整額）。
12,000 円÷80 時間＝150 円！4 項目は校外学
習、修学旅行、職員会議、非常災害。その他の
時間外労働（部活等）は残業代無しです。この
調整額 4％は給特法の制定（1971 年）時に月「8
時間」の時間外勤務を想定し、定められました。

朝、駅前にいます！
◎『区政報告』をお配りしています。
◎ 議会等の事情で変更する場合があります。
◎ 見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
月・水 ＪＲ大井町駅前 火 京急青物横丁駅前
木 ＪＲ大森駅前
金 京急立会川駅前
☆ 各 7:00-9:30 頃

